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1. 事業の概要 

慢性腎臓病対策として早期診断は有効であり、特に、海外では、先進・高額医療へのアクセスが容易

ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となっている。 

本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP 腎疾患診断薬の簡易型診断キットを開

発し、国内市場に先行して、欧州・アジア地域に展開する。このような簡易型診断法は、大手検査セン

ターや大病院の中央検査室における多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総

合診療体制の進んでいる欧州や、医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させること

で、早期の市場展開が見込める。 
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1.1 事業の目的 

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD）の多くは透析に至る長期戦を強いられる。ハイリスク患

者を既存の検査項目において効率的に早期診断することは難しく、多くの場合治療介入が手遅れとなっ

ており、腎症の早期診断を実現することが急務である。特に、海外では、先進・高額医療へのアクセス

が容易ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となって

いる。 

また、集中治療室（Intensive Care Unit: ICU）の手術中・後で発症した急性腎障害（Acute Kidney Injury: 

AKI）の予後は悪く、死亡率は 40～50%ともいわれている。糖尿病、高血圧、肥満などは CKD 進行リスク

であり、また CKD 自体が AKI 重症化のリスクでもあることから、治療介入や予防が可能なタイミングで

より早期に腎疾患リスクの判別をすることが課題となっている。 

結果として、CKD領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①透析導入患者数を減らすため、より早期からの治療介入が必要であり、透析直前になるまで自覚症

状に乏しい腎機能低下をより早期の段階で判別できるバイオマーカーが欲しい。 

②なるべく安価で、非侵襲的で患者負担の少ない検査方法が望ましい。 

③腎移植手術後の経過モニタリングに使用できる腎機能バイオマーカーが欲しい。 

また、AKI領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①高齢者や CKD患者では、CT、MRIなどの検査や血管手術時に用いる造影剤による AKIのリスクが高い

が、術前にリスク判別するための有力な診断薬が定まっておらず、AKI発症時には手遅れとなり死亡

率も高い。 

②手術前に AKI発症リスクが予測できる指標（バイオマーカー）が欲しい。 

以上を解決するために、本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP腎疾患診断薬の

簡易型診断キットを開発する。尿中 L-FABP（L 型脂肪酸結合蛋白）は、国内ですでに体外診断薬承認

（2010）・保険収載（2011）・国内外の学会ガイドラインにも掲載（2012、2013）された日本発の尿中バ

イオマーカーである。現状の ELISA法（ヒト L-FABPに対する異なる 2種類のモノクローナル抗体を用い、

96 穴イムノプレート上でサンドイッチして検出するよう設計された定量測定法）と比較し、迅速かつ安

価な診断が実現すれば、身体的・経済的にも負担が軽く普及しやすいことから、多くの国での腎疾患診

断補助に貢献し、ひいては患者の予後向上、医療費抑制にもつながる可能性がある。 

このような、POC（point of care）＝簡易型診断法は、大手検査センターや大病院の中央検査室にお

ける多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総合診療体制の進んでいる欧州や、

医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させることで、早期の市場展開が見込めると

考えられる。 

そこで具体的には、欧州展開に適した簡易型イムノクロマトキットとデータ転送可能な一体型リーダ

ー（インテリジェント撮像装置）を開発する。CKD領域では移植後患者の在宅モニタリングによる腎障害

管理、AKI領域では ICUにおける連続測定を可能にするデータ転送システムにより測定値の推移をベッド

サイドモニターに表示させることを目指す。 

アジアなどの医療アクセス困難地域への展開を図るために、安価なイムノクロマト半定量キット（従

来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、抗体感

作微粒子の凝集を経時的に検出し、アルゴリズムを用いて半定量可能にしたデバイス）を開発するとと

もに、非侵襲的な尿検査による腎疾患管理ができるよう検尿制度の意義を啓蒙し、環境整備を促進する。

具体的には、ベトナムでは高額医療である透析導入を減らすべく腎疾患予防が重視されているため、日

本腎臓学会と連携して検尿イベントを実施し、健診データベースの構築、ハイリスク患者スクリーニン

グに適した安価なイムノクロマト半定量キットを開発し、普及を図る。将来的には、蓄積した健診情報

からデータマイニングの手法を用いて疾病管理システムを構築し、各国の医療環境に適した製品の完成

を目指す。 

 

この事業によって最終的に得られうる成果物は以下表のとおりである。 

担当会社 完成予定の成果物 対象市場* 

トラストメディカル インテリジェント撮像装置 欧州・国内市場向け 

シミックホールディングス 簡易型イムノクロマトキット ベトナム・欧州市場向け 
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シミックホールディングス 安価なイムノクロマト半定量

キット 

ベトナム向け 

サイトライン・ソリューション

ズ 

健診データベースに基づくデ

ータマイニングの手法を用い

た疾病管理システム 

ベトナム・欧州・国内市場向け 

* 対象市場については平成 26 年度に実施する実施内容に関して関連の深い市場を挙げている。米国をはじめ、欧州の他国、

アジアのベトナム以外の地域についても将来的に対象範囲として設定する予定である。 

 

今後、欧州市場、ベトナム市場、国内市場について薬事申請を行い、続いて上市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関 ：シミックホールディングス株式会社 

PL： 菅谷 健（シミックホールディングス株式会社） 

SL： 児玉 崇（トラストメディカル株式会社） 

共同体： ①トラストメディカル株式会社 

  ②Viet Duc University Hospital 

  ③学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

  ④一般社団法人日本腎臓学会 

  ⑤株式会社サイトライン・ソリューションズ 

  ⑥Central Manchester University Hospitals NHS Trust 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：インテリジェント撮像装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* ClassI(others)：欧州 

製品名 

イムノクロマトリーダー

（L-FABP Point of Care Kit

専用読取装置） 

分類名称（一般的名称）* 
イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認* - 

想定される販売先 欧州 新／改良／後発* - 

薬事申請予定者 
シミックホールディングス株

式会社 
医療機器製造販売業許可 - 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

医療機器製造業許可 - 

業許可 - 

業許可 ClassI(others)：欧州 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

1.3.2 製品名：簡易型イムノクロマトキット 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* ClassI(others)：欧州 

製品名 

L-FABP Point of Care Kit （欧

州 IVD として CE mark 認証取

得予定、欧州商標登録：

Renischem POC） 

分類名称（一般的名称）* - 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認* - 

想定される販売先 欧州・アジア 新／改良／後発* - 

薬事申請予定者 
シミックホールディングス株

式会社 
医療機器製造販売業許可 - 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

医療機器製造業許可 - 

業許可 - 

業許可 ClassI(others)：欧州 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

1.3.3 製品名：安価なイムノクロマト半定量キット 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* ClassII：日本 

製品名 

イムノクロマトリーダー

（L-FABP Point of Care Kit

専用半定量キット） 

分類名称（一般的名称）* 
イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 アジア（日本含む） 新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 
シミックホールディングス株

式会社 
医療機器製造販売業許可 第二種 13A2X10018 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

医療機器製造業許可 ISO13485対応 

業許可 
（登録認証番号： 

81-105-096303） 

業許可 ClassII：日本 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 
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1.3.4 製品名：健診データベースに基づくデータマイニングの手法を用いた疾病管理システム 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類* - 

製品名 ソフトウェア 分類名称（一般的名称）* - 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認* - 

想定される販売先 欧州・アジア（日本含む） 新／改良／後発* - 

薬事申請予定者  医療機器製造販売業許可 - 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

サイトライン・ソリューショ

ンズ 

医療機器製造業許可 - 

業許可 - 

業許可 - 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  (欧州・ベトナム) 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 10月 平成 28（2016）年 10月 

上市時期 平成 29（2017）年 10月 平成 28（2016）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 0.28億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 6億円／年（平成 32（2020）年時点） 42億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 0％（平成 32（2020）年時点） 0.6％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

本腎疾患診断キットの市場としては 2 大別される。一方は専門性の高い ICU などの急性期医療の現場

と、もう一方は慢性腎疾患リスクを早期診断する一般住民健診における使用である。急性期医療は重症

化して入院が長期化すれば医療コストが跳ね上がるため、先進国においても限られた急性期医療資源を

効率的にトリアージする際に、本キットは重症化リスクと治療介入の選定に有用と考えられている。ま

た、アジアを含め糖尿病患者が急増する現状を踏まえ、その 3 大複合疾患である糖尿病性腎症とその進

展による腎死は腎移植または維持血液透析を必要とすることから、医療経済学的にも本人 QOL、介護者

の社会的負担の面からも、早期に進行リスクを予測することが重要とされている。安価なイムノクロマ

ト法による尿スクリーニングが可能になれば、日本ほど医療アクセスの良くない各国において被侵襲的

な腎機能低下の予後予測が可能になると期待される。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 ドイツ、フランス、英国の臨床医および各地域のかかりつけ医 

 ドイツ、フランス、英国の腎疾患患者（在宅ケア） 

 ベトナム、その他アジア地域の臨床医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本製品のような尿項目に関する簡易型診断キットへの需要は海外市場のほうが国内市場に比べて大

変高いことが当社が行なった市場調査によって明らかになった（下記図ご参照）。欧州 Big5（ドイツ、

フランス、イギリス、スペイン、イタリア）のうち、特に需要の多いドイツ、フランス、イギリスを

優先的に展開したいと考えており、3 カ国への展開後に残りの 2 カ国及び周辺諸国についても展開を進

める。下記表に記載のとおり、欧州主要国の糖尿病患者、急性腎障害発症リスクのある患者、腎移植

をうけた患者に適用する場合、上市後 3 年で見込まれる市場性は約 41 億円程度と考えられる。主要な

適用例に当てはまる患者数に予想される使用頻度と 1 テストあたりの価格を乗じて上市後 3 年の段階

での見込み額を算出した（下記表をご参照）。糖尿病性腎症領域で欧州主要国を対象として約 24 億円、

心臓血管手術前後の腎機能モニタリングとして約 14 億、腎移植後モニタリング用途として約 2.3 億円

を見込んでおり、内、EU における腎移植、ベトナムなど新興国での糖尿病患者を対象にした尿検査に

関しては新規創出領域として期待できる。1 テストあたりの価格はアジア地域などについては 500 円/1

テスト程度に収めることを想定している。 
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○ EU 諸国における POC キットの需要 

 

 

○ 想定される適用領域の例と対象患者数および上市後 3 年で見込まれる市場規模予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州の Point of 

Care 型キットの

市場占有率は

35%,55%は米国

であり、残りの

10%が日本を含

むアジア地域お

よびその他の地

域である。尿検査

項目の POC 型キ

ットの割合は大

体 7%程度である

といわれている。 
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(1) 競合製品であり既存製品である NGAL バイオマーカー市場に関しては本製品と置き換えが可能

と考えられる。ICU 入室患者のうち約 40%A が AKI 発症リスクのある患者だといわれているため、

それらの患者に現状既存製品が行なっている診断方法（1 日 2 回程度、日本円で 1 テストあたり約

1,900 円、1 患者あたりの平均滞在日数を 6 日と仮定）にて収益予測をしたところ、下図のような結

果となる。L-FABP 製品も同様の需要に対応することが可能である前提のもと、上市予定 2019 年段

階で既存製品の上記診断方法で行なう場合の 2017 年時点の収益の 10％程度（約 18 億円）は十分に

置き換えが可能であると考えられる。L-FABP に関しては市場価格を 1,000 円以下程度で想定して

おり、価格面でも優位性をもたせて置き換えの速度を加速させることができると確信している。 

 

(2) 独自の市場分析の結果によれば、腎移植後の移植腎臓モニタリングを行なうための指標は優れた

ものがなく、本製品がその重要な役割を担うことができると確信している。欧州では年間約 11,128

人が移植手術を受けており、下図のとおり移植 1 ヶ月以内は週に 2,3 回テストをし、1 ヶ月経過後～

1 年間は月 1 回程度定期的にテストをし腎機能のモニタリングをする、という仮定で使用を進める計

画である。その場合、一人当たり移植後に 21 回程度テストを行なうことになるため、最大で 2.3 億

円程度の新しくかつ独占的な市場が確保できると考えている。 

 

○ 既存製品の欧州主要 3 カ国における収益予測（1 ポンド＝約 172 円、2014 年 4 月現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1 日あたり 2 回測定、平均入院日数

を 6 日とし、テスト価格を約 1900

円と仮定し、AKI 診断の市場価値を

推算。 

 

上記測定条件で予想される AKI 診断のための総テスト数は 9,937,000。テスト単価を乗じて見込み収益は約 188 億円（約 109 ポンド） 
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○ 腎移植手術後の在宅モニタリングとしての使用例図 

 
 

 

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

(1) 競合企業は急性領域におけるAKI診断のバイオマーカーとしての優位性を謳う欧州メーカーであ

る 

(2) 競合商品は NGAL、Triage をはじめとした AKI 診断用バイオマーカーである 

(3) 欧州市場においては競合企業が先行しており、非常に積極的な販促活動をしているため、発生メ

カニズムの違いや L-FABP バイオマーカーの AKI 診断以外の臨床的有用性が見落とされ、単純に性

能比較をされてしまう可能性がある。打開策としては市場本格参入にあたっては競合企業では供給

できない特徴をもつ疾患をいくつか特定し、適切な販促方法で確実に市場を獲得していく必要があ

る。下記 SWOT 分析で示される T(Threat)、W(Weakness)に記載の事項が市場獲得のためにクリア

したい障壁だといえる 
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 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

(1) 競合商品はおもに AKI 診断を主にして展開されている。L-FABP バイオマーカーは AKI 診断に

はもちろんのこと、CKD をはじめとした慢性疾患にも有効である。CKD における臨床有用性を示

すためには AKI における有用性の証明と比較して、より長期にわたるフォローアップ研究が必要と

なるが、L-FABP に関しては下記表に示すとおりいくつもの長期間フォローアップ研究が完了して

おり、それぞれにおいて L-FABP の臨床有用性が証明されているので他社に比べて大変有利であり、

差別化できるポイントだといえる。 

 

(2) 独自に行なったフランス、イギリス、ドイツの ICU ベット数から予想される AKI 診断対象患者

数分析結果によると、最大で約 765,000 人が AKI 診断対象の患者になると思われる。独自の文献調

査結果によれば、競合製品は AKI 診断には特化しているものの、CKD 診断領域には遅れをとってお

り、下図に示すような大規模かつ長期的なスタディでの臨床的有用性の証明が説得力にかけている

点が見受けられる。本L-FABP事業は最大で上記約76万人の市場についても対応できることに加え、

競合他社が参入が難しい CKD 診断領域についても対応ができる点でかなり優位性があるといえる。

CKD 診断、モニタリング用途で L-FABP を使用する場合、例えば 3 ヶ月に一度測定をし経過観察を

する、といった長期使用が考えられ、見込まれる使用頻度の点でも AKI 診断のみに特化している他

社製品より優位にあるといえる。 
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○ L-FABP バイオマーカーによる糖尿病および糖尿病性腎賞関連関連の長期フォローアップ研究実

績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 欧州主要 3 カ国における ICU ベット数から予測する AKI 診断対象患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 型糖尿病患者および 2 型糖尿病患者を対象に、L-FABP 値測定によって患者の予後を 
10 年以上の長期的観察をした研究結果がすでに論文化されている。 

フランス、イギリス、ドイツの 3 カ国の ICU 施設別途数と利用率から患者数を推算、ICU 入室患者のうち約 40%程度が AKI 発症

リスクがあることから、上記 3 カ国の AKI 発症リスクのある患者数の概算を行なったところ、合計約 765,000 人が対象患者

数となった。 
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○ 競合製品対象領域と本製品対象領域市場規模比較（上市後 3 年～） 

 

NGAL 

L-FABP 

L-FABP 

L-FABP 
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

量産機開発 計画

実績

量産機開発 計画

実績

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

【製品名】
インテリジェント撮像装
置

【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

【製品名】
データマイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

【製品名】
インテリジェント撮像装
置

【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

【製品名】
データマイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

・　安価なイムノクロマト半定量キットの設計
が予定よりも早く終了したため、試作品開発
の段階に入るとともに、簡易型イムノクロマト
キット試作品との相互評価の段階に入る。
・　簡易型イムノクロマトキット試作品の評価
に使用する乾燥機購入が外注することで不要
となり、製造設備の見直しを行なった。

【薬事】当局への申請、承認（ベトナ
ム）
【販売】販売代理店との契約交渉完
了、販促計画の立案およびアフター
サービス体制の構築、上市

【開発】簡易型イムノクロマトキット長期安定性
試験開始。
【薬事】Community based study実施可能性
の事前調査（ベトナム）在越日本大使館、
JICA保険医療担当者との面談。ハノイ検査ラ
ボの視察。
【知財】特許事務所選定（9月まで）。
【販売】市場調査会社の選定。海外業務要員
の採用（9月まで）。

【開発】日本国内のクラスII申請用臨床評価
【薬事】台湾における臨床評価の可能性検
討。
【知財】Pharmaco-diagnosis特許に関する出
願可能性検討。
【販売】フランス、ドイツ以外の欧州3カ国目に
ついて販社の追加開拓。

【開発】日本国内のクラスII申請データ準備。
【薬事】オランダにおける臨床評価の可能性
検討。
【販売】フランス、ドイツ以外の欧州4カ国目に
ついて販社の追加開拓。

【薬事】日本国内におけるクラスII申
請。
【販売】日本国内における販売体制構
築。

【薬事】ベトナム以外のアジア2カ国目
について申請準備。

【販売】ベトナム以外のアジア2カ国目
について販社の追加開拓。

【販売】本事業の大手診断薬会社に
対する提携検討。

【開発】簡易型イムノクロマトキット、インテリ
ジェント撮像装置の開発、試作品製造、量産
化計画実施。医療データ管理分析システム
試作開発。
【薬事】体制づくり、臨床試験準備および体制
構築、パイロット試験（ベトナムにおける検尿
イベント）、承認申請システムの調査（ベトナ
ム）
【知財】特許調査実施
【販売】市場性評価実施（ベトナム、イギリス）

【開発】簡易型イムノクロマトキットおよびイン
テリジェント撮像装置について量産化計画実
施、試作品改良、処方確定。医療データ管理
分析システム開発、改良検討。
【薬事】臨床試験準備、実施（イギリス）
【知財】「糖尿病性腎症パネル」および「薬剤
性腎障害パネル」に関して特許出願準備、出
願。
【販売】市場性評価実施、販売代理店候補選
定および交渉、契約（フランス、ドイツ）

【開発】臨床現場での評価をうけたうえでの改
良、量産化実施。医療データ管理分析システ
ム改良、量産化計画実施。
【薬事】欧州CE認証テクニカルファイル作成、
申請書類提出、フランス当局への登録、上
市。
【販売】販売代理店との契約交渉完了、販促
計画の立案およびアフターサービス体制の構
築、上市（フランス、ドイツ）。

【薬事】臨床試験（ベトナム）実施、
データ分析。当局への申請準備。
【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（イギリス）

【薬事】臨床試験結果分析および申請
書類準備、申請（ベトナム）
【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（ベトナム）。販売代理店
との契約交渉完了、販促計画の立案
およびアフターサービス体制の構築、
上市（イギリス）

試作品開発（一次）試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

試作品開発（一次）試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

設計

データーベース構築 データマイニング診断システム

生体認証システム開発

感度・特異度・交差性。妨害物質・相関性・

熱劣化特性の評価

医療データ管理分析管理システム

製造ライン設計・検証

量産試作

量産試作
製造ライン設計・検証

量産試作
製造ライン設計・検証

医療データ管理分析管理システム

★ ★

国内臨床性能試験

イギリス臨床試験

ベトナム臨床試験

H28.10 CEマーキング H29.4 医療機器製造販売承認申請

★
H27.9 特許出願特許調査 戦略検討・出願準備

ベトナム・イギリス

市場調査

フランス・ドイツ・市場調査

フランス・ドイツ販売代理店候補選定・契約

★

H28.3フランス・ドイツ上市

★
H29.10 国内上市

★
H30.9 イギリス上市

★

H31.3 ベトナム上市

簡易型イムノクロマトキッ

ト試作品開発（一次）

設計

試作品開発（一次）

感度・特異度・交差性。妨害物質・相関性・

熱劣化特性の評価

試作品開発（一次）

データーベース構築

国内臨床性能試験

ベトナム臨床試験

特許調査

ベトナム・イギリス

市場調査
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(2) 投資回収計画 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期   ●      

上市時期    ●     

支出額（単位：億円） 0.3 0.3 0.3      

 うち委託費    0.1 0.8 1.0 2.5 4.2 

 うち自己負担    0.07 0.3 0.4 0.8 1.4 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.8 3.5 8.3 14.1 

 L-FABP POC キット － － － 0.3 1.7 2.1 4.9 8.0 

 データ管理システム － － － 0.2 0.9 1.2 2.8 5.1 

 データ管理分析システム － － － 0.1 0.2 0.2 0.6 1.0 

販売数量（単位） － － － － － － － － 

 L-FABP POC キット(個) － － － 28,000 168,000 210,000 490,000 795,000 

 データ管理システム(台) － － － 3 18 23 56 102 

 データ管理分析システム(台) － － － 0 0 0 0 0 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

※アジア市場については調査中の段階であるため、上記表については欧州市場を想定し計画したものである。 

 

①売上 

現段階での主要な項目は欧州向けの POC キットと、ICU 向けデータ管理・分析システムの 2 品目と

している。アジア向けに開発中の安価な半定量キットはマーケット調査段階であるため今回の試算に

は含めていない。 

売上算出の根拠となる市場規模予測は、上表のとおり（「投資回収計画表」の上段が POC キット、

下段が ICU システムに対応）。 

・POC キット 

POC 市場は、様式 1-4 の上市後 3 年の欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）合計＝42 億円を設定し、

1～3 年目までの普及割合は国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

3 年目以降の普及割合が拡大しているのは、販売国を欧州主要 3 ヵ国から特許取得済みの 9 カ国

に展開することを想定している。 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

ICU システムとしては、様式 2-4 の表○に示すように欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）の KOL

ネットワークおよび施設数から算出した ICU 施設（初年度：独・仏 335 施設、2 年目以降：独仏

英 450 施設、4 年目以降は欧州 9 カ国へ展開：565、680 施設）への納入を想定している。 

 

②原価 

・POC キット 

POC キットの単価については、欧州で普及している POC キット（NGAL：14 ユーロ）をベース

に欧州販社への卸値を 7-8 ユーロとして設定している。 

原価に関しては、国内製造業者からの卸値を 30％としている。国内デバイス業界の 1/3 原則から

大きく乖離しない原価である。 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

1～3 年目までの普及割合は国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

専用リーダーおよび施設導入費合計のコストとして 20％（100 万円）を想定している。 

また、設備投資額（1100 万円）の範囲内でソフトウェア開発を実施する。 

なお、ICU 管理・分析システムの導入施設には年間 100 万円の年次更新が維持されることを想定
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し、システム利用料を計上している。 

 

③販売管理費 

欧州委託販売先には、売上の 30％を POC および ICU 管理・分析システム（システムの保守・更

新にかかる費用含む）の販売管理費として提供する。 

また、その他販売管理費として旅費等 10％を計上している。 

 

④営業利益、キャッシュフロー 

営業利益は、初年度から 30％を見込み、5 年後には 36％となる。 

キャッシュフローは初年度からプラスになるが、3 年間の開発費（9000 万円）を勘案した累計キ

ャッシュフローも発売開始 3 年目にはプラスとなる。 

 1) 投資・回収計画 

 

 

(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

本提案の出口戦略として、在宅尿検査データ転送システムを構築し、“検尿先進国”である日本の医

療システムを欧州・アジアに展開する。すでに英国保健省（NHS）とシミックホールディングスは、

透析予防プログラムへの適用可能性の討議を開始し、医療経済効果を有するかエビデンス検証候補施

設の選定が完了している。欧州販売は NHS から推薦を受けたコンサルにより販社選定を進めている。

シミックホールディングスは ELISA キットを IVD（CE マーク認証品）として欧州販売しており、安

全性情報（REP）体制は確立済みである。また、アジアにおいては国際腎臓学会に正式採択された SRC

プログラムとして日本腎臓学会のサポートを得て、ベトナムとの腎疾患管理研修委員会に参画してい

る。ここでも日本の“KEN-NYOU”を実施して急増する糖尿病の管理・健診ビジネスへの展開を計画
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している（シミックグループ関連会社がベトナム進出予定）。製造面では、トラストメディカル社がイ

ムノクロマトキットの製造を担当する。現時点の簡易キットは研究用試薬として JICA バングラデシュ

調査用に販売実績がある。さらに撮像とシグナル解析を一体型で行えるインテリジェントモジュール

搭載装置の設計・開発を行い、将来的には海外製造も視野に入れている。IT ベンチャーのサイトライ

ン社は、病院内医療費集計プログラムの構築や総務省データヘルス計画に参画し、データマイニング

解析の実績がある。本提案の将来像は診断機器販売のみならず、国内より海外で先行するセルフメデ

ィケーションに適用可能な疾病管理サービスの提供を想定している。ただし、米国で一時流行した LDT

（laboratory developed test）のように診断精度に問題がある場合、ビジネス環境が当局の規制により

瞬時に崩壊する危険がある。このため、あくまで検査キットは IVD としての品質を維持しつつ、欧州

では急性腎疾患市場を優先させ、アジアでの尿検査に対する認知啓蒙を並行して進める計画である。 

 

 2) ビジネス体制 

 

現時点でイムノクロマトキットをアジアに普及させるため、ベトナムにおける薬事承認を計画してい

る。まずは、すでに国内で薬事承認・保険収載されている ELISA キットの英語版技術資料をベトナム保

険局に提出し、尿検査項目としての L-FABP 診断薬の申請を行う。その際、国営製薬会社（2015 年中に

民営化予定）である VinaPharm 社薬事部門と連携して、イムノクロマトキットの市場調査を行い、定量

キットであるELISA製品と半定量製品であるイムノクロマトキットとの相関性データをベトナム国内で

取得し、イムノクロマトキットの承認取得、市場展開を図る。同時に、サイトライン・ソリューション

ズがデータヘルス計画ですでに実用化している国内仕様の健診結果通知サービスを、ベトナム語のスマ

ートフォン等で表示できるアプリケーションとして一般顧客向けに開発する予定である。 

一方、欧州展開を目的に英国ヘルスサービス（UK-NHS）のコンサルテーションを受け、UK 市場導

入に必要な要件を認識している。弊社はすでに尿中 L-FABP 診断薬として ELISA キットの欧州認証（CE

マーク）を取得しているため、イムノクロマトキットの開発完了時に自己宣言を行うとともに、医療経

済学的評価を伴うパイロット試験を UK で実施する必要があると考えられる。次年度以降、UK での臨床

評価体制を整える予定である。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

トラストメディカル株式会社は欧州 IVD（体外診断薬・医療機器）製造に必須のマネジメントシス

テム規格に適応した社内体制をすでに構築済みである。また、今後の POC キット量産・製造原価低減

にも対応できる自動化製造設備（写真 1）を有していることから、本事業の適切な委託製造先と考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 1） 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

海外市場展開のための製品としての簡易型イムノクロマトキットの試作品開発および性能評価を実施し最適化させた簡易型イムノクロマトキッ

トで欧州 CE 認証に必要となる基本性能データ、臨床的有用性を示すデータ等の取得準備を進める。また、簡易型イムノクロマトキット用のリーダ

ーとしてインテリジェント撮像装置の開発および試作品製造に着手し、キットと同様に性能、安全性、耐久性に関する評価を行なうこととする。 

海外市場展開のための具体的戦略についても検討を行なう。まず欧州市場については各国によって医療システムが異なっているため国ごとに正

確な情報を収集する必要がある。現地事情に精通したコンサルティング会社を利用しながら市場動向を把握し、影響力の高い医師や企業との関係

強化をはかるための適切な戦略立案を進める。すでに良好な関係を築いているイギリスの病院施設と連携し、簡易型イムノクロマトキットの有用

性を欧州の施設において実証するための準備として、臨床試験プロトコール策定のための会議機会を設け、具体的なアクションプラン策定や実施

管理体制構築を進める。 

ベトナムにおける臨床評価・申請を目指した体制づくりの準備にも着手する。第一段階としてベトナムにおける検尿イベントの啓蒙活動のため、

日本腎臓学会と連携して腎臓専門医の参画を促す。パイロット試験を実施後健診結果をデータベース化・分析し、将来的に実施する臨床試験デザ

イン策定に役立てるものとする。また、アジア向けに安価なイムノクロマト半定量キット開発のための規格設定に着手する。ベトナム薬事体制調

査・市場性評価についても同時並行で行い現地情報の収集にあたる。 

 上述のとおり、簡易型イムノクロマトキットの開発、評価を進めるとともに、イムノクロマト用検査機器に関わる特許調査、市場性評価を進め、

各展開対象国での臨床試験実施のための体制づくりに着手する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

インテリジェント撮像装置 撮像素子に C-MOS カメラを用いた小型コンパクトな光学系を有する簡易イムノクロマトキット定量測定器 

簡易型イムノクロマトキット インテリジェント撮像装置の仕様に合わせ最適化させた簡易型イムノクロマトキット 

安価なイムノクロマト半定量キット 従来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、抗体感作微粒子

の凝集を経時的に検出し、アルゴリズムを用いて半定量可能にしたデバイス 

健診データベースに基づくデータマ

イニングの手法を用いた疾病管理シ

ステム 

皆保険制度のないベトナムにおける個人の特定と医療情報とをマッチングさせ、蓄積した健診情報からデータ

マイニングの手法を用いて疾病管理システム 
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(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項（本年度はなし） 

①簡易型イムノクロマトキット：試作キット

評価（一次試作） 

従来進めてきた簡易型イムノクロマトキッ

トの処方について最適化し、一次試作品とし

て基本性能を評価する。 

一次試作品を用いて臨床研究を行い、臨床

検体を用いたキットの性能評価と臨床的有用

性を確認する。 

▶ 

従来進めてきた簡易型イムノクロマトキットの処方

について最適化し、一次試作品として基本性能を評

価した。具体的には、複数ロット製造したキットの

同時再現性およびロット間差に関して性能評価を実

施し、良好な再現性と同等性を確認した。基本性能

評価、臨床的評価結果をもとに一次試作品の改良点

について検証した。 

▶ 

 

②簡易型イムノクロマトキット：感度、安定

性等の評価 

最適化した簡易型イムノクロマトキットに

ついて感度・特異度を評価する。 

▶ 

3 ロットに関して安定性試験を外注先で開始。簡易
型イムノクロマトキットについて耐久性・安定性試
験を実施し、妨害物質・安全性などの評価を行った。 ▶ 

 

③インテリジェント撮像装置：試作機開発（一

次試作） 

撮像素子に C-MOS カメラを用いた小型コ

ンパクトな光学系を有するインテリジェント

撮像装置本体を開発し、試作する。装置はト

ラストメディカルが開発し、個別部品より組

み立てる。装置の制御ソフトウェアは外注す

る。装置の光学ユニット部と簡易型イムノク

ロマトキット用ケースの試作金型も製作す

る。 

▶ 

撮像素子に CMOS カメラを用いた小型コンパクト

な光学系を有するインテリジェント撮像装置本体を

開発試作した。イムノクロマトキットのテストライ

ンを CMOS カメラモジュールにより画像として取

り込み、画像内のラインを矩形でマーキングし、そ

の矩形領域内の輝度を数値データで表示する。イン

テリジェント撮像装置は全体の制御および検出部の

CMOS カメラモジュールを制御する基板と電源保

持回路や LED 照明の調光制御を行うマイコン基板

とにより構成される。 

▶ 

 

④インテリジェント撮像装置：性能、安全性、

耐久性等試験 

簡易型イムノクロマトキットの開発と試作

品の性能、安全性、耐久性の確認を行う。イ

ンテリジェント撮像装置一次試作品を用いた

相互の評価も行う。 

▶ 

一次試作品としてインテリジェント撮像装置の小型

化を可能にする設計変更を行ったイムノクロマトリ

ーダーを用い、簡易型イムノクロマトキットキット

の性能、安全性、耐久性の確認を行った。 
▶ 

 

⑤薬事戦略の体制づくり 

欧州において、体外診断用医療機器（IVD）

の CE マーキングでは、欧州指令 98／79／EC

（IVDD）のクラス I（Others）に相当する試

薬に使用する場合、イムノクロマトリーダー

などのアクセサリー等も、IVDD の管理下に

▶ 

アジアにおける薬事戦略は、欧州 CE マーキングに

準じる国が多いことから、ベトナムを手始めに届出

手続きに必要な資料の入手を行った。さらに 2015

年 1 月 30 日にハノイの保健省庁舎に隣接する

VinaPharm 本社を訪問し、弊社の ELISA キットに

関する英文技術資料の査読により、薬事担当部長の

▶ 

 



20 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項（本年度はなし） 

なる。アジアにおいても、CE マーキングに準

じる国が多く、シミックホールディングスの

品質保証部門が主体的に適切な認証機関を選

定し、ベトナムを手始めに届出手続きに必要

な資料の入手を行う。現時点でシミックホー

ルディングスがベトナム資本の薬局グループ

と提携予定であることから、医療機器の安全

性情報等のサポートを得て進める。 

見解としてベトナムにおける承認可能性が高いこと

を確認した。 

⑥欧州市場における臨床評価準備 

簡易型イムノクロマトキットを用いた臨床

評価実施のためのプロトコール策定、アクシ

ョンプラン作成、実施体制構築を行なう。必

要に応じて欧州における簡易型イムノクロマ

トキットの市場性の調査を別途行なう。 
▶ 

簡易型イムノクロマトキットを用いた臨床評価実施

のためのプロトコール、アクションプランの策定を

行った。特に血液内科における骨髄移植術前レジュ

メ時に急性腎障害のリスクを抱えたまま移植した場

合、術後の死亡率が急増するという事実を踏まえ、

移植術前レジュメ期間中の尿 L-FABP 検査の有用性

に関し、英国血液内科医を中心にヒアリング調査し

た。その結果、腎臓内科医のみではなく移植チーム

全体によるプロトコール策定が重要であることが明

確になった。 

▶ 

 

⑦欧州市場における 

Technical Documentation 

簡易型イムノクロマトキットおよびインテ

リジェント撮像装置に関する欧州 CE 認証取

得のためのテクニカルファイル作成のための

データ収集、整理を行なう。 

▶ 

欧州 CE 認証取得のためのテクニカルファイル作成

のためのデータ収集、整理を行なった。まずは、す

でに国内で薬事承認・保険収載されている ELISA

キットによる測定値と簡易型イムノクロマトキット

を用いたスコア評価との相関性を国内臨床施設にお

いて確認した。 

▶ 

 

⑧ベトナムにおけるパイロット試験（検尿関

連イベント） 

ベトナム現地医療機関、日本腎臓学会 SRC

委員会（sister renal center 主幹大学：順天堂大

学）と連携しパイロット試験としての検尿関

連イベントをベトナム国内で実施し、健診結

果のデータベース化・分析を行う。 

具体的には、現地の community based 

screening として目標症例 300 例の聞き取り調
査、倫理委員会プロセス経たプロトコール策
定、アシスタントトレーニング、現地での調
査ボランティアの動員、現地検査ラボの協力

▶ 

ベトナム現地医療機関、日本腎臓学会 SRC 委員会
（sister renal center 主幹大学：順天堂大学）と連
携しパイロット試験としての検尿関連イベントをベ
トナム国内で実施し、健診結果のデータベース化を
行った。 

具体的には、現地の community based screening

として 300 例の検尿実施を目標とした。2014 年 11

月と 2015 年 1 月の 2 回に分け、アシスタントトレ

ーニング、現地調査会社、現地検査ラボの協力を得

た結果、合計 606 例の健診・検尿の実施が完了した。 

▶ 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項（本年度はなし） 

を得た採血・検尿の実施を計画している。 

また、皆保険制度のないベトナムにおける

個人の特定と医療情報とをマッチングさせる

健診データベースの構築、アジア向けに安価

なイムノクロマト半定量キット開発のための

規格設定に着手する。 

⑨ベトナムにおける臨床評価・申請準備 

⑧と並行してベトナム国内における主要ド

クターとの関係構築を行い、臨床評価・申請

のための土台作りに着手する。順天堂大学医

学 部 付 属 順 天 堂 医 院 お よ び Viet Duc 

Hospital を中心に簡易型イムノクロマトキッ

トを用いた臨床試験のプロトコールを作成

し、倫理委員会に申請、ベトナムにおける臨

床評価着手のための準備を行う。 

▶ 

⑧と並行してベトナム国内における主要腎臓専門医

との関係構築を行い、ベトナム人の尿中バイオマー

カー測定を実施した。Viet Duc Hospital は腎移植

後管理が専門であることから、進行性の慢性腎疾患

患者の紹介元であるハノイ腎臓病病院において簡易

型イムノクロマトキット申請に向けた臨床試験のプ

ロトコール作成の準備を行った。 

▶ 

 

⑩知財戦略の検討 

L-FABP を用いた腎疾患診断用途に関して

は日・米・欧で、すでに基本特許が成立して

いる。インテリジェント撮像装置に関しては、

競合しうる他社特許が存在するため、適切な

特許事務所を選定し、有効性調査、侵害クリ

アランス調査を実施する。またベトナム等ア

ジア地域における新規出願可能性についても

現地の特許制度について調査する。 

▶ 

L-FABPを用いた腎疾患診断用途に関しては日・米・

欧で、すでに基本特許が成立している。一方、米国

で設計中のイムノクロマトリーダーに関しては、競

合しうる他社特許が存在するため、事業管理会社の

シミックホールディングスと包括的顧問契約を結ん

でいる国際特許商標事務所において、有効性調査を

実施した。 

▶ 

 

⑪欧州市場の市場調査 

対象となる地域の市場性評価をシミックホ

ールディングスが主体となり外部現地コンサ

ルティング機関等とともに主要ドクターへの

インタビュー、販社候補に対するヒアリング、

適正価格や競合相手の動向調査等を行なう。 

▶ 

本年度は欧州市場のうち、医療経済評価による保険

導入システムが進む英国を選択し、市場性評価を実

施した。英国 UKTIから推薦を受けた外部現地コンサ

ルティング機関に依頼し、主要ドクターへのインタ

ビュー、販社候補に対するヒアリング、適正価格や

競合相手の動向調査等を行なった。 

▶ 

 

⑫ベトナム市場の市場調査 

⑧を実行するにあたり、ベトナムでの市場

性評価、⑧のようなパイロット試験としての

検尿関連イベントの到達目標設定とそのため

に必要なアクションプラン立案を行なう。順

天堂大学医学部付属順天堂医院を中心として

▶ 

ベトナムでの腎疾患診断キットの市場性評価を行う

にあたり、⑧の健診参加者に対面インタビュー形式

の健康意識調査を実施し、医療分野大手広告代理店

の株式会社マッキャンヘルスケアワールドワイドジ

ャパンに解析を依頼した。その結果、ベトナム中・

高所得者における保健医療に対する意識は、日本の

▶ 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項（本年度はなし） 

調査を行なう。 皆保険制度に対するそれとは大きく異なり、適切な

医療情報へのアクセスがないことに対する不安と、

高学歴住民についても伝統的な民間療法に頼って、

必要な治療が遅れるリスクがあることが明らかにな

った。また、日本製の診断・治療法に対する信頼度

は高く、疾患管理サービスに対する潜在市場も大き

いことが示唆された。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

本事業は日本に先行して海外での薬事申請を目指すものであり、すでに本診断項目の尿中 L-FABP

測定キット（ELISA キット）は、CE マーク認証を得てデンマークで IVD としての販売を開始している。

本事業で開発された POC キットは、同項目の測定方法のみを変更するため、欧州 ClassI（others）とし

て自己宣言により登録可能と認証機関からの判断を得ている。同様に、その専用読取装置に関しても、

届出のみによって登録可能と考えられる。アジア地域に関しては、現時点で欧州 CE マークに準ずると

の認証機関からの見解を得ているが、各国規制当局の正確な情報を収集している段階である。 

 

 ベトナム保健省回覧文書（2009 年 11 月 24 日発令） 

ベトナム国営製薬企業VinaPharm社から入手したベトナム保健省回覧文書（2009年 11月 24日発令）

を本報告書に別添 1 として添付する。同時に、2015 年 1 月 30 日にハノイの保健省庁舎に隣接する本社

を訪問し、薬事担当 Nguyen Hong Nhung 部長と面談し、弊社の ELISA キットに関する英文技術資料

の査読により、ベトナムにおける承認可能性が高いことを確認した。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①Class II申請について 

Class II 申請の際、認証機関か PMDA かどちらに

提出するかが未定である 

カットオフ値が現行の ELISA と大きく異なるな

ど臨床的意義に大幅な変更がなければ認証項目と

して申請可能。 

②イムノクロマトリーダーのアジアでの臨床使用

について 

イムノクロマトリーダーをアジアで臨床使用する

場合、国によって承認要件が異なるかが不明である 

欧州同様、アジア圏でも CE マークに準じた統一

規格が採用される見通し。基本的に CE 対応で可。 

なお、ベトナムについては、現地企業が代行して

医療機器の登録申請をする必要があり、また、登録

する対象が新規医療機器の場合には輸入許可の取

得も必要であるとの調査結果を得ている。 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

シミックホールディングス株式会社が有する基本特許「腎疾患の検査方法」を管理委託している正林

国際特許商標事務所と先行技術調査を開始している。特に安価な半定量リーダーの設計を外注してい

る米国 ZDT 社が有している先行技術について網羅的文献調査を実施した。その結果、模倣品対策とし

て一部ライセンスインを含む積極的提携を視野に技術情報の開示を求めていく予定である。 

 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

シミックホールディングスと包括的顧問契約を締結する正林国際特許商標事務所において、上記 ZDT

社の技術評価を実施した。その結果、カセット上部のデザイン変更により従来製品よりも高精度化でき
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る可能性が指摘され、新規性のあるイムノクロマトキットとしての権利化に向け、実施例取得を開始す

る計画となった。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

イムノクロマトキットは現在、前処理ステップをカセット滴下以前に行っているが、上記、新規キッ

トして上市する際には前処理ステップをカセットに内包した安価な半定量キットとしてアジア圏での特

許出願を視野に入れる。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①アジア圏での特許について 

日本・台湾以外でのアジア圏で特許が出願されて

いない。 

日本・台湾以外のアジア圏では L-FABP 診断用途

の特許が成立していない。 

意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦

略の可能性を検討している。 

 

②半定量リーダー技術の有効性 

導入検討中の半定量リーダー技術（US、日本特許

成立済み）の有効性が不明。 

国際特許事務所に調査依頼済み。1 万件以上の日

米文献調査実施中。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

半定量用イムノクロマトカセットの形状変更により、より高感度化できる可能性が示され、カットオ

フ値を低濃度側に再設定する。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

カットオフ値が低濃度側に再設定されると、既存の ELISA 法との相関性を示すだけで、薬事申請が可

能となる。現行品は、ハノイ腎臓病病院における臨床評価実施の準備を開始。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①半定量リーダー技術の技術優位性について 

導入検討中の半定量リーダー技術の技術優位性が

不明。 

競合技術調査を行い、技術マップを作成予定。半定

量リーダーを 3-5 段階のグレーディング対応可能

か検討する。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
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アジア圏に広く販路を有するフィリピン販社候補を選定し、技術評価を依頼。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

欧州はオランダ販社候補と業務提携を開始する方向で検討を開始。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造委託先に関してはトラストメディカルと POC キット製造に関する取り決めを進めている。 

 広報・普及計画 

尿検査による腎疾患早期診断の意義に対する認知を広げるため、ヘルスケア領域の大手広告代理店で

ある株式会社マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパンにベトナム住民（本年度はハノイ地区）

の健康意識・腎疾患に対する認知度調査を外注した。ベトナムの現地エージェントを選定し個別対面

インタビューによる調査を実施した。具体的には、上級公務員であるハノイ生活協同組合連合（COOP）

職員を対象とした A 群と、ハノイ腎臓病病院に入院している患者の家族を対象とした B 群に分けて解

析中。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①ベトナムにおける販社について 

ベトナムにおける医家向け販社候補が不明。 

（医療機関向け）国営製薬会社の民営化に伴い日

本製本診断薬の導入検討を依頼。 

②ベトナムにおける尿検査市場規模について 

ベトナムにおける一般向け尿検査市場規模が不

明。 

（一般顧客向け）現地薬局チェーンと協業してイ

ムノクロマトの市場性を調査中。 

③ベトナムにおける腎疾患に対する認知度につい

て 

ベトナムにおける腎疾患に対する認知度が不明。 

尿検査に対する啓蒙の一環として日本腎臓学会

と連携して検尿イベントを実施。 

 

④欧州での臨床エビデンス取得について 

欧州での臨床エビデンス取得を加速したい。 

UK に加えオランダでのパイロット試験のプロ

トコール検討開始。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

変更なし 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 簡易型イムノクロマトキット・インテリジェント撮像装置とデータ転送システムによる疾病管理 

変更後 インテリジェント撮像装置 

 簡易型イムノクロマトキット 

 安価なイムノクロマト半定量キット 

 健診データベースに基づくデータマイニングの手法を用いた疾病管理システム 

 

中間報告時点で開発項目別に薬事承認を必要とするものと、必要としないものに分類するよう指摘を

受け、上記 4 項目とした。簡易型イムノクロマトキット・インテリジェント撮像装置・安価なイムノクロ

マト半定量キットは従来通り海外においても薬事承認・機器登録を目指し、疾病管理システムは健診サー

ビスとしての市場が特にアジア地域で想定されることから医療機器とは切り離した開発項目とした。 

(3) 事業化体制 

変更なし 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更なし 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 ベトナムの薬事について調査すること。 調査により、ベトナムについては、現地

企業が代行して医療機器の登録申請をする

必要があり、また、登録する対象が新規医

療機器の場合には輸入許可の取得も必要で

あるとの結果を得ている。 

知財対応 海外進出を目指す事業であるため、知財（特

許・意匠）戦略について調査すること。 

事業管理会社であるシミックホールディ

ングスと包括的顧問契約を結んでいる国際

特許商標事務所と連携し、簡易型イムノク

ロマトキットと専用リーダーに関する特許

調査を実施した。現状では欧米・日本にお

ける権利主張は問題ないが、アジア圏では

専用リーダーと一体型とした改良特許の出

願可能性を含めて検討することとなった。 

技術・評価面 なし なし 

その他事業

化全般 

なし なし 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①簡易型イムノクロマ

トキット：感度、安全

性・安定性等の評価 

・最適化した簡易型イムノクロマトキットについて感度・特異度・交差性、

妨害物質・相関性・熱劣化特性の評価を行う 

②インテリジェント撮

像装置：試作機（二次・

最終）開発・仕様検討、

安全性・耐久性検討 

・インテリジェント撮像装置（二次・最終）試作品の性能、安全性、耐久性

の確認を行う 

・簡易型イムノクロマトキット試作品とインテリジェント撮像装置（二次・

最終）試作品を用いた相互評価を行う 

③安価なイムノクロマ

ト半定量キット：試作品

開発、仕様検討 

・安価なイムノクロマト半定量キットの設計に基づき、試作品（一次）開発

を行う 

・試作品（二次・最終）開発、仕様検討を行う 

・安価なイムノクロマト半定量キットの安全性、耐久性を検討する 

④データマイニングの

手法を用いた疾病管理

システム：システム開発 

・データマイニング診断システム・生体認証システムの開発を行う 

・医療データ管理分析管理システムの開発に着手する 

⑤簡易型イムノクロマ

トキット：量産機開発 

・簡易型イムノクロマトキットの製造ラインの設計、検証を行う 

・簡易型イムノクロマトキットの量産試作を行う 

⑥インテリジェント撮

像装置：量産機開発 

・インテリジェント撮像装置の製造ラインの設計、検証を行う 

・インテリジェント撮像装置の量産試作を行う 

⑦安価なイムノクロマ

ト半定量キット：量産機

開発 

・安価なイムノクロマト半定量キットの製造ラインの設計、検証に着手する 

⑧臨床研究 ・ベトナムでは、作成した簡易型イムノクロマトキットを用いた臨床試験の

プロトコールに基づき、臨床評価を実施する 

・イギリスでは、作成したプロトコール・アクションプランに基づき、簡易

型イムノクロマトキットを用いた臨床評価を実施する 

⑨知財戦略の検討・特許

出願 

・調査結果を基に特許の戦略検討・出願準備を行う 

⑩販売戦略 ・フランス等欧州の市場調査を行う 

・フランス等欧州における販売代理店候補の選定を行い、契約を締結する 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  ベトナム国営製薬企業（2015 年に民営化予定）VinaPharm 社の薬事部門と連携し、

ベトナム保健省への L-FABP 診断薬（日本での承認を得ている ELISA 製品の英文技

術資料がイムノクロマト製品に先行して評価される）の申請準備を行う。ベトナムに

おける臨床データの取得には、Viet-Duc 病院から紹介を受けたハノイ腎臓病病院の

協力を得て実施する予定。 
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知財対応  事業管理会社であるシミックホールディングスと包括的顧問契約を結んでいる国際

特許商標事務所と連携し、簡易型イムノクロマトキットと専用リーダーに関する特許

調査・リスク分析を継続する。専用リーダーと一体型とした改良特許の出願可能性に

ついてアジア圏を含めて検討する。 

技術・評価面  安価なイムノクロマト半定量キットの高感度化に向けて、半定量用イムノクロマトカ

セットの設計とリーダーの最適化を実施する。簡易型イムノクロマトキットの量産に

向け、製造ラインの工程管理を強化し品質評価体制を構築する。 

その他事業

化全般 

 欧州における市場調査、販売代理店候補の選定を進める。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

1.10.2 平成 26 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

シミックホールディングス、トラストメディカル、サイトライン・ソリューションズによる事業化に

向けての協業は順調に推移している。量産化に向けた製造コスト低減への取り組みを強化したい。 

(2) 事業の進め方 

上記 3 社に加え、日本腎臓学会、順天堂大学、Viet-Duc 病院との連携も円滑に推進され、アカデミア

主導の国際貢献と、ベトナムにおける健診ビジネスの可能性調査を同時に実施できた。欧州に関しても

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 △一部
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 △一部
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 △一部
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 該当せず

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 △一部
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 該当せず
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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市場展開の実施試験設定を加速したい。 

(3) その他 

海外展開を目指す事業であることから、現地代理人の機動力が事業推進には不可欠である。ベトナム

では適切な現地企業を確保でき、これが本年度ベトナムにおける 600 例を超える健診実施に大きく貢献

した。英国では来年度臨床試験実施に向け、現時点で臨床試験に関する推進・調整役を選定中である。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

シミックホールディングス株式会社 L-FABP事業部  

〒113-0034 東京都文京区湯島 2－16－10 

電話: 03-5745-7068 / FAX: 03-3830-5455 / E-mail: l-fabp(at)cmic.co.jp ※(at)は@に置き換えて下さい 


